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●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184－0119）に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く場合は、症状
やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に重症患者に限定されます。
※緊急の場合は迷わず「☎119」へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始
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　交通災害共済は会費を出し合い、交通事故に遭った場合、被害の程度に応じ
て見舞金が支払われる相互扶助の制度です。現在加入している方も8月31日㈪
で共済期間が終了します。改めて加入手続きをお願いします。
※自転車事故による被害者への賠償金支払いなどに備え、自転車保険など（賠
償責任保険）に加入した上で、補完として本共済に加入することを推奨します。
加入できる方　9月1日㈫時点で市内に住民登録している方とその扶養者
共済期間　9月1日㈫～令和3年8月31日㈫
対象事故　車両（自動車・オートバイ・自転車など）や電車による事故など
※交通事故証明書などが必要です。
年会費　1人700円
共済見舞金　死亡…150万円、傷害…2万～50万円、身体障害（1級または2級
障害）…傷害見舞金の他に50万円、交通遺児…遺児1人につき10万円

　随時、市民安全課（市役所地階）・各行政サービスセンターに年会費を持参
　市民安全課・内線485

加入受け付けは8月3日㈪から
相互扶助制度の交通災害共済

生涯学習出前講座 新規メニュー

　令和5年3月まで新廃棄物処理施設（焼却施設）の建設工事を行っています。
工事期間中は家庭から排出されるごみの受け入れ（持ち込み）スペースが限ら
れるため、時間ごとに持ち込み件数を制限しています。持ち込みをする場合は
事前の予約が必要です。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　クリーンセンター☎ 7187－0015

クリーンセンター
ごみの持ち込みには予約が必要です

※ は予約制です。市民相談・県民相談8月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

6日㈭、13日㈭、18日㈫、20日㈭、
25日㈫9時30分～15時30分（予約
は3日㈪8時30分～）　秘書広報課☎
7185－1714

行政書士
相談 電話

毎週火・金曜日（祝日を除く）
13時～15時（予約は平日9時～17
時）〈新型コロナウイルス感染症関
連の補助金、相続手続きなどの電話
相談〉　千葉県行政書士会東葛支部
☎090－2723－9754

司法書士
法律相談 電話

11日㈫ 10時～15時（予約は3日㈪
～7日㈮13時～16時）　千葉司法書
士会柏支部☎080－5901－3236

年金・労働
相談

12日㈬ 13時～17時　市民相談室
（本庁舎2階）　千葉社会保険労務士
会東葛支部☎047－345－9992（9
時～15時）

税務相談
21日㈮ 10時～15時　収税課相談
室（本庁舎1階）（予約は17日㈪ 8時
30分～）　☎7185－1349

消費生活相談
月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を
除く）10時～17時30分　消費生活
センター☎7185－0999

市
民
相
談

人権相談 電話
月～金曜日8時30分～17時15分　
みんなの人権110番☎ 0570－003
－110

生活相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　社会福祉課（西別館2階）・
内線394

健康相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　保健センター　健康づく
り支援課☎7185－1126

心の相談
24日㈪ 13時30分～（予約は21日
㈮まで）　相談室（西別館2階）　障
害福祉支援課・内線421

交通事故
巡回相談

11日㈫10時～15時（先着4組。予
約は6日㈭まで）　市民安全課（本庁
舎地階）・内線485

子ども総合相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　子ども相談課（西別館1階）
☎7185－1821

ひとり親相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　〈離婚・養育費・面会交流
など〉　子ども支援課（西別館2階）・
内線849

DV 相談
（男性可）

月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　社会福祉課（西別館2階）・
☎ 7185－1113

市
民
相
談

結婚相談
（ 優先）

木曜日 10時～17時第1・3土曜日、
第2・4日曜日 10時～19時　我孫子
市結婚相談所 あび♡こい♡ハート
☎7184－8100

若者就労
支援相談

31日㈪ 13時～16時　市民プラザ
〈おおむね40歳まで〉企業立地推進
課☎7185－2214

地域職業相談
月～金曜日（祝日を除く） 9時30分
～17時　地域職業相談室（サンビー
ンズビル6階）☎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

火～日曜日 10時～16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886

すまいの相談
金曜日 10時～16時（随時）水・木
曜日10時～12時（要予約）　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ6階）☎
7165－2886

福祉用具相談
火～日曜日 10時～16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886

児童相談
来所 月～金曜日（祝日を除く） 9時～17

時　柏児童相談所☎7131－7175

電話 月～金曜日（祝日を除く）  9時～17
時　柏児童相談所☎7134－4152

　「生涯学習出前講座」は全236講座あり、そのうち今年度追加した21講座を
紹介します。友人同士の集まりや自治会の学習会、新しく何かを始めたいとき
などにぜひご利用ください。
※出前講座は1回で完結する講座です。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、一部受講できない講座があります。詳
しくはお問い合わせください。
対象　原則、市内在住・在学・在勤の方で、講座ごとに設定された人数以上の
グループまたは個人
費用　無料※講座により実費負担あり

・ 　市内に会場を確保の上、受講希望日の4カ月前～14日前までに申込書
を持参・ファクス。我孫子地区公民館☎7182－0511 7165－6088
※メニュー表・申込書はアビスタ・湖北地区公民館・各近隣センター・各行政
サービスセンターで配布。市ホームページからダウンロード可。

※その他、市役所の職員が講師を務める「市役所メニュー」もあり
ます。詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

市民講師メニュー
　専門的な知識・技能・経験などを持った市民の方が、ボランティアで講師
を務める講座です。

講座 講師 最少人数
世界遺産の楽しみ方 江戸編

尾坂雅康さん 2人
世界遺産検定2級対策
世界遺産検定3級対策
江戸は大変、噴火、地震、火事、飢餓
賢臣ありて名君あり
電磁波と携帯電話 小林正美さん 1人
生物学は面白い－生物と光－ 吉川和俊さん 2人微生物がつくる薬
かぎ針／ふしぎと汚れが落ちるエコたわし 松元智子さん 3人
写真整理、スクラップブッキング

山﨑真理さん
1人

親と子のための手形アート 2人
心に響くカラオケの唄い方基礎講座 国定正さん 1人唄うように吹くハーモニカの基礎講座
ハーバリウムボールペン制作 上村真知子さん 10人
Know Noh・能の舞と謡に親しもう 手賀宝生会

5人杉村楚人冠の紹介
我孫子の文化を守

る会杉村楚人冠が交流した人々
志賀直哉と我孫子－作品・家族・地域の人々 8人

キャンパスメニュー
　大学の教員が講師を務め、川村学園女子大学・中央学院大学と市との連携
により実現した、大学ならではの内容の講座です。

講座 大学・講師 最少人数
プラスチックごみとわたしたちの生活 川村学園女子大学、齋藤美重子さん 10人ケアラーって何？
みんなでプログラミング的思考 中央学院大学、松原和樹さん
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